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うそつき 戸松　淳矩 月凍てる 藤原　緋沙子

東京ローカルサイキック 山本　幸久 こぼれ萩 今井　絵美子

花見ぬひまの 諸田　玲子 秋はまぐり 和田　はつ子

ある男 木内　昇 貝紅 藤原　緋沙子

アルカトラズ幻想 島田　荘司 天冥の標６〔ＰＡＲＴ２〕 小川　一水

のろのろ歩け 中島　京子 死顔 鳥羽　亮

ヒートアップ 中山　七里 散斬 佐伯　泰英

はぶらし 近藤　史恵 僕とおじいちゃんと魔法の塔5 香月　日輪

彷徨（さまよ）い人 天野　節子 闇のしもべ　上・下 イモジェン・ロバートスン

デッドマン 河合　莞爾 遥かなノートル・ダム 森　有正

さあ、地獄へ堕ちよう 菅原　和也 転々私小説論 多田　道太郎

希望〈仮〉 花村　万月 鉄道大バザール ポール・セルー

飛行士と東京の雨の森 西崎　憲

空より高く 重松　清

猿の悲しみ 樋口　有介

犬とハモニカ 江国　香織 ウォール街を占拠せよ ライターズ・フォー・ザ・９９％

アスクレピオスの愛人 林　真理子 小沢一郎ｖｓ．特捜検察２０年戦争 村山　治

ソロモンの偽証 第３部 宮部　みゆき ライファーズ　罪に向きあう 坂上　香

水のかたち　上・下 宮本　輝 検察崩壊 郷原　信郎

三国志11 宮城谷　昌光 世界超恐慌の正体 安部　芳裕

猫ダンジョン荒神 笙野　頼子 日本、買います 平野　秀樹

自殺の国 柳　美里 中国問題 毛里　和子

禁断の魔術 東野　圭吾 民主主義のあとに生き残るものは アルンダティ・ロイ

八百長クライシス 鬼塚　英昭

２０５０老人大国の現実 小笠原　泰

孤独死を防ぐ 中沢　卓実

三谷幸喜のありふれた生活10 三谷　幸喜 「平穏死」という選択 石飛　幸三

お変わり、もういっぱい！ 中島　さなえ いつでも★ちょこっとハンカチ＆タオルあそび 竹井　史郎

エストニア紀行 梨木　香歩 シニアを笑わせる４９のネタ グループこんぺいと

闘病記専門書店の店主が、

悪の誘惑 ジェイムズ・ホッグ がんになって考えたこと

老ピノッキオ、ヴェネツィアに帰る ロバート・クーヴァー 「脳卒中」を防ぐ技術（テク） 奥村　歩

エコー・メイカー リチャード・パワーズ 食道がん 細川　正夫

無罪 スコット・トゥロー 朝夕１５分死ぬまでボケない頭をつくる！ 須貝　佑一

首斬り人の娘 オリヴァー・ペチュ 名医が語る最新・最良の治療　
話してあげて、戦や王さま、象の話を マティアス・エナール 変形性関節症〈股関節・膝関節〉
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はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ　８ 村松　茂 わくわく数の世界の大冒険 桜井　進

本のおかわりもう一冊 桜庭　一樹 ｉＰＳ細胞とはなにか 朝日新聞大阪本社

書店の棚　本の気配 佐野　衛 ビックリするほどｉＰＳ細胞がわかる本 北条　元治

本屋さんで待ちあわせ 三浦　しをん 冷えとり薬膳レシピ 新開　ミヤ子
最新著作権の基本と仕組みがよ～くわかる本 リバーシティ法律事務所 あらかい健康キャンプ村 古庄　弘枝
なぜ、橋下徹の言葉は人の心をつかむのか？ 内藤　誼人 エネルギーの科学史 小山　慶太

「学び」を「お金」に変える技術 井上　裕之 猫と人と古民家と 南里　秀子

アン・チョルス経営の原則 アン　チョルス オスプレイとは何か 石川　巌

しあわせは微笑みが連れてくるの ジャンヌ・ボッセ ルポ　イチエフ 布施　祐仁

１３７億年の物語 クリストファー・ロイド 日常を、ここちよく。 有川　真由美

この年齢（とし）だった！ 酒井　順子 衣・食・住おとなの備え 渡辺　有子

中村元

僕が旅で見た世界 日本ドリームプロジェクト 鶏むね、鶏もも、俺に任せろ！ 笠原　将弘

ｋ．ｍ．ｐ．の、旅してぐるぐる。 ｋ．ｍ．ｐ． これだけで完全食ミソスープ 口尾　麻美

本当においしく作れる和食 奥田　透
ごちそうグラタンとあつあつチーズレシピ 主婦の友社
砂糖いらずで体にやさしい甘麹のおやつ 堤　人美

３５歳からの妊娠・出産 中山　摂子

日本農業への正しい絶望法 神門　善久

新・買ってはいけない9 渡辺　雄二

イタリア美術 ミシェル・フイエ ホウレンソウ禁止で１日７時間１５分

みちのくの仏像 大矢　邦宣 しか働かないから仕事が面白くなる

ワタシとまめゴマ日記8 ヨネムラ　マユミ もっと仕事は数字で考えなきゃ！ 香川　晋平

きょうの猫村さん6 ほし　よりこ

絵本をよむこと 香曽我部　秀幸

中国と茶碗と日本と 彭　丹

立体切り紙かわいい小物 大原　まゆみ 実在した高天原 田中　文也
世界一わかりやすい！フットサルの授業 ミゲル・ロドリゴ 神々の革命 小路田　泰直

おれ、バルサに入る！ 久保　建史
人間に勝つコンピュータ将棋の作り方 滝沢　武信

広辞苑の中の掘り出し日本語2 永江　朗
世界一わかりやすい中学英語の授業 関　正生 進化を飛躍させる新しい主役 小原　嘉明

英語日記パーフェクト表現辞典 石原　真弓 大統領でたどるアメリカの歴史 明石　和康

アレクシア女史、埃及で木乃伊と踊る ゲイル・キャリガー

新フォーチュン・クエスト20 深沢　美潮

代理母問題を考える 辻村　みよ子

のっぺらぼう 杉山　亮

うみぼうず 杉山　亮

ぼく、あめふりお 大森　裕子

生麦生米生卵 長谷川　義史 旧約聖書物語　上・下 ウォルター・デ・ラ・メア

こうもりぼうやとハロウィン ダイアン・メイヤー 実験対決 ゴムドリｃｏ．

ちょろちょろかぞくのひらきます 木坂　涼 ｉＰＳ細胞がわかる本 日本科学未来館

ちょろちょろかぞくののばします 木坂　涼 マジックアウト 佐藤　まどか

ちょろちょろかぞくのあがります 木坂　涼 トレジャーハンター山串団五郎 杉山　亮

へんなところ 大森　裕子 てんやわんや名探偵 杉山　亮

とんとんとん 上野　与志 空を飛んだポチ 杉山　亮

ともだちできたよ 内田　麟太郎 せかいいちの名探偵 杉山　亮

あぶくたった さいとう　しのぶ ユリシーズ・ムーアと雷の使い手 Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌ

山田　昭男

手元あったかハンドウォーマー・ミトン・てぶくろ
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自然科学自然科学自然科学自然科学・・・・技術技術技術技術・・・・家庭家庭家庭家庭

ヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナー
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